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 第１回豊田地域医療センター基本構想策定委員会 議事録 

 
 
日 時 平成１９年 7 月 24（火）14 時 00 分～15 時 05 分 
会 場 豊田市役所 南 52 会議室 
出席者 ○基本構想策定委員会委員：13 名 
     小西委員長、星山副委員長、石橋委員、大友委員、大野委員、小川委員、小澤委員、

     落合委員、近田委員、中野委員、松村委員、藪中委員、渡邉委員 
      ○市側出席者：中村副市長、鈴木福祉保健部長、鈴木保健所長、 

今井総務課長、辻副主幹、永田係長 

○医療センター渡邉総務部長、三宅総務企画課長、小山医事課長補佐 

 
１．委員委嘱 
 豊田地域医療センター基本構想策定委員会委員名簿のとおり 
 
２．豊田市あいさつ（中村副市長） 
  本委員会は医療センターの再整備に向け、その基本構想を検討するために設置した。これま

でに医療関係者からなる医療対策懇話会を設置し、この地域の医療提供体制についてご意見を

いただいている。また、昨年度、地域医療センターの今後のあり方について提言をいただいた。

これを基に基本構想を策定していただきたい。 
  この地域は、加茂病院、トヨタ記念病院、足助病院、地域医療センターの４つの基幹病院を

中心に他病院・診療所との機能分担・連携により医療提供いただいている。その中で夜間・休

日の１次救急の維持・充実が大きな課題であると指摘されている。市内中堅病院において夜間

診療時間の延長、休日診療実施の可能性について検討いただいたが、医師・看護師の確保の問

題から困難との結論で、医療センターで実施することが一番可能性が高いとの結論に至ってい

る。 
  医療センターが担う役割は救急医療のほかに、療養病床をはじめとする慢性期医療、予防の

ための健診などがある。他医療機関との連携・役割分担の中で、市民の安心・安全のため将来

にわたり安定的に役割を果たすことができる医療機関とするために、今回の基本構想をまとめ

ていただきたい。 
 
３．委員紹介 
 －省略－ 
 
４．委員長・副委員長選出 
 委員長 ：小西美智子（日本赤十字豊田看護大学教授） 
 副委員長：星山道夫（豊田加茂医師会会長） 
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５．委員長あいさつ 
 ・地域医療に深く関係する地域医療センターの将来構想について、皆さんと考えていきたい。

よろしくお願いします。 
 ・委員会の議事録署名を依頼したい。石橋委員と大友委員にお願いしたい。（両名とも了承） 
 
６．議事 
（１）協議内容とスケジュールについて 
  事務局より以下のとおり説明 
 【協議内容】 
  ・豊田地域医療センター基本構想策定委員会設置要綱第３条に掲げる事項 
  
【組織体制】 

  ・事務局は福祉保健部総務課と地域医療センター 
  ・作業部会として、病院運営検討部会【委員に医師会代表、藤田保健衛生大学代表、医療セ

ンター】と病院整備検討部会（庁内関係課）を設置する。 
  ・協議した状況は、市議会、医療センター理事会、医療対策懇話会、地域保健専門分科会に

も情報提供し、意見をいただきながらすすめていく。 
 
 【スケジュール】 
  ・策定機関は平成 20 年度末までの 2 年弱を予定 
  ・今年度は 3 回程度の委員会開催を予定 
  ・第 2 回は 10 月はじめに開催し、検討部会での検討状況の委員会への説明を予定 
  ・第 3 回は 11 月から 12 月に開催し、医療センターの機能、規模の骨格について取りまとめ

報告を予定 
  ・本委員会の了承が得られれば、年明けに市民に対し豊田市医療提供体制の全体に合わせて

医療センターが果たす役割について情報提供、意見聴取を図りたい。平成 20 年度はさら

に細かく検討し、平成 20 年度末には基本構想（機能、規模、整備場所、運営方法等々）

を取りまとめたい。 
  ・今後の会議の進め方であるが、豊田市は公正で公明性の高い行政を推進するとして委員会

の設置・運営の指針が定められている。これに基づき、会議の公開、会議録の公開（委員

の名前は出さない）を行っていく。 
 
（２）豊田市の医療体制の現状について 
  事務局より以下のとおり説明 
 ○医療対策懇話会提言書（平成 18 年 3 月） 
 【豊田市の医療提供体制の現状と課題】 
 ・加茂病院、トヨタ記念病院、足助病院、医療センターの４つの基幹病院を中心に、他の病

院・診療所による医療提供体制が整備されている。救急についても、病院群輪番制・小児
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２次救急輪番制が確立されており、第２次救急医療までについては県内の他の医療圏と比

べ体制が整備されている（小児２次救急輪番体制が整備されているのは名古屋市と西三河

北部医療圏のみ）。 
【豊田市の医療体制における課題】 
① 休日及び夜間の第１次救急医療提供体制の維持・充実 
 ・この地域の夜間・休日における救急患者数は概ね年間 10 万人。加茂病院、トヨタ記念病

院、医療センターが概ね３万人ずつ対応している。加茂病院、トヨタ記念病院は１次救急

ではなく、もう少し重症患者を診る２次救急医療に対応する病院としての位置付けであり、

加茂病院、トヨタ記念病院に多く患者が流れると２次救急機能への影響が懸念される。 
 ・身近なところで受診したいという市民ニーズ 
② 高齢化社会の進展に伴う慢性期医療提供体制の充実 
 ・高齢化による病気の長期化、日常生活復帰へのリハビリ施設や慢性期対応の病床不足 
③ 合併に伴い新たに市域となった農山村地域の医療提供体制の維持・充実 
 ・足助病院を中心とした体制の維持・充実  
 ・医療機関へのアクセス 
 
 【全体像】 
 ・地域医療、救急医療体制ともに整備されており、さらに加茂病院移転事業により機能が充

実。課題はあるが、全体としは、必要な医療機能は確保されつつあるとの見解。但し、松

平地区における高齢等による診療所廃院の課題がある。 
 ・人材確保が困難なこと、国の制度改革の方向性などから、今後は人材の確保や、質を高め

ること、医療機関の連携による提供体制の強化、市民の医療の状況に対する理解促進によ

り、医療提供体制の維持・充実とその有効活用を進める必要がある。 
 《提言》 
① 第１次救急医療に対する機能をセンター化して設置 
  １次救急に対応するため市内中堅病院長をメンバーとし検討いただいたが、医師・看護師

の確保が非常に難しい状況であり、分散では実施できないとの結論に至った。 
  よって、センター化して行うしかなく医療センターが実施するのが一番現実的との提言が

された。 
② 国の制度改正の状況を見ながら、引き続き検討 
  医療センター30 床増床（120 床→150 床）、現在増築・改修を進めている 
③ 足助病院が医療拠点としての機能を維持・充実するための支援等の検討、市立乙ケ林診療

所の運営体制の検討・整理、生活交通の整備等によるアクセスの向上 
④ 市民の適切な受診行動に向けた情報提供と継続的な啓発活動の実施 
  限られた医療資源を有効活用していただくうえで適切な受診行動を取っていただく目的

で、2 月 1 日「広報とよた」で啓発用パンフレット「読む救急箱」を作成し、全戸に配布

した。 
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○市民受診動向実施調査報告書（平成 17 年 3 月）  －省略－ 
○市内４基幹病院の状況 
 事務局より以下のとおり説明 
【認定・指定機能等】 
・豊田厚生病院（加茂病院）：救命救急センター機能（30 床）が加わる。 
・災害拠点病院として加茂病院、トヨタ記念病院が指定されているが、今後、豊田厚生病院

（加茂病院）は地域中核災害医療センターとしての役割を担う。 
・足助病院は、へき地医療拠点病院に指定されている。 

【外来延患者数（平成 17 年度）】 
 加茂病院      361,820 人 
 トヨタ記念病院   366,534 人 
 足助病院       97,657 人 
 地域医療センター   64,814 人 
 
○県内市民病院等の現状 
 －省略－ 

 
（３）豊田地域医療センターの現状及び提言書「地域医療センターの今後のあり方について」 
○地域医療センターの今後のあり方を検討する上での視点 
 ① 市民ニーズ 
 ② 医療機能の文化、関係機関との連携の推進 
 ③ 健全な経営の実現 
 ④ 医師等の人材の安定的な確保 

 
○地域医療センターの沿革 
・「地域医療の 24 時間体制確立のための時間外救急医療の提供」「各種検診・検査の実施」「看

護師の養成」を目的として、豊田市、豊田加茂医師会、豊田加茂歯科医師会の三者により、

昭和 52 年 10 月に設立せれた財団法人豊田地域医療センターを運営主体としている。昭和

54 年 12 月に本体施設が竣工、翌年から稼動。 
・医師派遣は藤田保健衛生大学に全面的に依存。 
・設立以来「救急医療」「検診・検査」「看護師養成」を業務の３つの柱としており、時代の

要請にあわせてその内容の充実に取り組みながら、現実に至っている。 
・高齢社会の対応のため、平成４年に市の委託を受けて、地域ケア支援センターを開設、平

成 10 年 1 月には「療養型病床群（療養病床）」を設け、また「訪問看護ステーション」を

設置するなど、「在宅支援」への取り組みを進めてきた。 
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○地域医療センターの現状と課題 
  ①救急医療 

【現状】 
・第１次救急医療から第２次救急医療までをカバーする医療機関であり、24 時間 365 日

対応する安心・安全の面で市民生活を支える医療機関として一翼を担っている。 
・平成 18 年度夜間・休日において 2 万 6 千人余の患者に対応。 

【課題】 
・常勤医師が少なく、医師の確保をしっかり行っていくことが課題。 

 
②外来、入院診療 
【現状】 
・平成 18 年度、通常の専門外来患者数は 28,000 人余、入院患者数は 37,000 人余。 
・病床数は感染症病床を除き 120 床 
・急性期病院を退院した亜急性期、慢性期の患者の入院治療にも対応。 

【課題】 
・常勤医の確保 

 
③健診・検査機能 
【現状】 
・平成 18 年度、総合健診受信者 23,500 人余、老人保健法に基づく健診受診者 27,000 人

余、その他に学童検診をはじめとする集団検診も実施。 
【課題】 
・健診専任医師の不足 

 
④看護師養成 
【現状】 
・昭和 45 年設立の豊田加茂医師会立准看護婦学校を昭和 53 年に地域医療センターに移管 

し、附属准看護婦学校として開校。現在は、平成 15 年度に開設した 3 年課程全日制の

専門学校として、１学年 40 名を定員としている。平成 17 年度末には 38 人が卒業し、

うち 7 人が地域医療センターに就職、17 人が市内他医療機関に就職した。 
【課題】 
・看護師不足は今後とも続くと考えられ、引き続き人材育成に努めていく必要がある。 

 
⑤在宅支援（高齢社会対応） 
【現状】 
・平成 4 年に地域ケア支援センター開設、平成 10 年 1 月に療養病床 4 重唱・訪問看護ス

テーション開設、平成 12 年 4 月にヘルパーステーション、居宅介護支援センターを開

設。 
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【課題】 
・医療制度改革関連法が成立し、平成 23 年度末まで介護保険適用療養病床を全廃し、医 
療・介護あわせて 38 万床ある療養病床を 15 万床に減少させる療養病床の再編を行い、 
医療の必要性の低い人については、病院ではなく、在宅、居宅系サービス、老人保健施設

等で受け入れるという方向性が明確に打ち出された。 
 
○求められる機能 
 救急医療、健診検査、看護師養成に加えて、亜急性期・慢性期医療、在宅支援の業務を５つ

の柱として整備していく。 
【救急医療】 
・第１次救急を安定して実施し、救急医療体制を維持していくために、第２次救急の充実も

含め整備をしていく。（魅力ある病院とならないと医師の確保が難しい） 
【健診・検査】 
・医療制度改革により、健診項目の見直しや保健指導が義務化されるため健診体制と相談指

導体制を充実させる。 
【看護師養成】 

・持続した看護師の供給を引き続き行う。 
【亜急性期・慢性期医療】 
・療養病床の再編が国主導で進められていく中で、適切な医療を受ける必要があっても医療

機関を利用できない方が多く発生する懸念があり、医療センターで受け入れていくために亜

急性期・慢性期に対応する病床の整備を行う。 
【在宅支援】 
・地域ケア支援センター、居宅介護支援センター、訪問看護ステーション、ヘルパーステー

ションとも継続していく。 
【その他】 
・市民が健康や医療、介護等について体験・学習をしたり、ＮＰＯ・ボランティア活動を行

うことができる等、市民と共働できる地域に開かれた病院とする。 
 
○今後の医師確保 
・救急医療提供体制の強化を図るため、藤田保健衛生大学の全面的な協力が必要である。 

 
○地域医療センターの整備について 
・施設整備には「現地建替え」、「一部移転」、「全面移転」の３つの選択肢がある。３つを比

較した上では、「全面移転」が最も良い選択肢であると評価できるが、最終的に、諸条件

を考慮しながら評価する必要がある。 
・立地場所の選定にあたっては、市民の利便性の確保、市内の基幹病院や他の医療機関の立

地場所との関係の整理、経営的な観点、実現可能性などについて重視していく必要がある。 
・運営手法について、施設建替えの機会を捉えて、民営の手法について整理、再確認を行う
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必要がある。 
 
（４）その他 
 【質疑】 
  委員  ・医療センターの寄付行為の見直しが伴うのではないか？ 
  事務局 ・評議員の設置がないので、平成２０年以降の公益法人改革の経過措置の中で対 
       応する。 
 
７ その他 
 事務局より以下の説明及び依頼 
 ○次回以降の策定委員会の調整を行うため、お手元のＦＡＸ送信票に都合の悪い日を記載して 

８月２日（火）までに事務局に送信を依頼する。 
 
■ 閉 会 
 


